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18013 6月30日 雨 重 （1福島2） 第2日 第1競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

57 � カポラヴォーロ 牡4栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann

Shehadi 486－ 43：04．2 5．3�
710 マイネルオフィール 牡7鹿 60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 512－ 63：04．41 4．4�
812 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466± 03：06．1大差 4．5�
44 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 440＋ 43：06．2クビ 5．0�
11 ショウナンバリウス 牡4黒鹿60 蓑島 靖典国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 496－ 23：06．94 8．4�
56 サトノエメラルド 牡4鹿 60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 クビ 24．9	
68 フロリアヌス 牡4鹿 60 江田 勇亮 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 464－ 63：08．07 20．8

711 レッドアーサー �5黒鹿60 草野 太郎 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 23：09．17 44．2�
69 ジャスパーゲラン 牡4栗 60 金子 光希 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 492＋ 23：09．84 35．9�
22 クールエイジア 牡7鹿 60 山本 康志�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 470± 03：10．43� 31．4
45 メイショウトーチ 牡3栗 58 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 498－ 83：12．5大差 15．5�
813 ヒカリブランデー 牡8鹿 60 石神 深一�ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 482－ 43：16．6大差 17．2�
33 	 メジャーロール 牡5鹿 60 大庭 和弥谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－123：16．7� 117．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，193，500円 複勝： 28，740，400円 枠連： 12，469，700円
馬連： 49，924，300円 馬単： 24，979，600円 ワイド： 30，286，000円
3連複： 76，737，700円 3連単： 89，020，600円 計： 332，351，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 180円 � 160円 枠 連（5－7） 1，440円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 590円 �� 450円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 計 201935 的中 � 30133（4番人気）
複勝票数 計 287404 的中 � 41406（3番人気）� 39644（4番人気）� 50041（2番人気）
枠連票数 計 124697 的中 （5－7） 6678（8番人気）
馬連票数 計 499243 的中 �� 25468（6番人気）
馬単票数 計 249796 的中 �� 6098（13番人気）
ワイド票数 計 302860 的中 �� 12833（7番人気）�� 17545（4番人気）�� 14795（5番人気）
3連複票数 計 767377 的中 ��� 31099（4番人気）
3連単票数 計 890206 的中 ��� 5393（30番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 53．7－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
1＝7，8，12－（5，9）－6（10，4）－2，11＝3＝13
1－7，4，12＝8－10－9，11－5，6＝2＝（3，13）

2
�
1＝7（12，8）－（5，9）－（10，4）6＝2，11＝3＝13
7（1，4）12，10＝8－11（9，6）＝（5，2）＝3－13

勝馬の
紹 介

�カポラヴォーロ �
�
父 Munnings �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2017．7．23 福島11着

2015．3．4生 牡4栗 母 My Anguilla 母母 Be My Baby 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 インフルエンサー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

18014 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

812 ゴールドアックス 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 414± 01：46．4 15．8�

56 マーベラスアゲン 牡3鹿 56 三浦 皇成浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 470± 01：46．71� 10．7�
33 コットンスノー �3芦 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 アタマ 7．3�
44 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 41：47．33� 16．1�

68 サクセスファイター 牡3栗 56 田辺 裕信髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 502－ 2 〃 ハナ 4．7	
57 マイティウェイ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 478－ 2 〃 クビ 2．4

22 ショウナンサンキュ �3栗 56 内田 博幸国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 アラキフアーム 478－ 6 〃 ハナ 6．0�
710 タッカーブルー 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 476－18 〃 ハナ 33．6�
45 ジェレメジェバイト 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450＋ 21：47．51� 43．1
711 スーパーロキ 牡3鹿 56 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 浦河 辻 牧場 460－ 21：47．81� 106．5�
813 フリーズオプション 牡3鹿 56 江田 照男吉田 千津氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 456－ 61：47．9� 47．3�
69 セイカアミダイケ 牝3芦 54 松山 弘平久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 422± 01：48．85 108．9�
11 ペイシャアクティブ 牝3青 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 杵臼斉藤牧場 472－101：49．54 71．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，693，500円 複勝： 47，915，800円 枠連： 13，322，500円
馬連： 56，171，600円 馬単： 29，875，600円 ワイド： 42，112，200円
3連複： 77，894，300円 3連単： 102，265，800円 計： 399，251，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 550円 � 270円 � 260円 枠 連（5－8） 1，170円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 17，140円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，880円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 18，180円 3 連 単 ��� 136，790円

票 数

単勝票数 計 296935 的中 � 14998（6番人気）
複勝票数 計 479158 的中 � 20184（7番人気）� 49986（5番人気）� 52204（4番人気）
枠連票数 計 133225 的中 （5－8） 8783（6番人気）
馬連票数 計 561716 的中 �� 5081（23番人気）
馬単票数 計 298756 的中 �� 1307（50番人気）
ワイド票数 計 421122 的中 �� 4677（23番人気）�� 5725（21番人気）�� 11028（11番人気）
3連複票数 計 778943 的中 ��� 3212（53番人気）
3連単票数 計1022658 的中 ��� 542（341番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．1―12．6―12．7―12．8―12．7―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．3―42．9―55．6―1：08．4―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
1－9，7（3，12）6（10，13）（5，8）2，4－11
1（9，12）6（3，7，8）（10，5，13，4）2－11

2
4
1，9（7，12）3（6，13）10（5，8）（2，4）－11・（1，9，12）6，3，7（10，5，8）（13，4）（11，2）

勝馬の
紹 介

ゴールドアックス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．1．27 東京5着

2016．5．29生 牡3鹿 母 ビキニブロンド 母母 モンローブロンド 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジェレメジェバイト号・セイカアミダイケ号・スーパーロキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年8月31日まで平地競走に出走できない。

第２回 福島競馬 第２日



18015 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

612 モダンテイスト 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 広田牧場 454＋141：11．9 19．1�

510 ウィローグラウス 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 61：12．21� 3．0�

713 モメチョッタ 牝3黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 430＋ 21：12．41� 7．0�
714 チャキットコイキ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 大西ファーム 392± 01：12．72 207．3�
36 チヨビッグシー 牝3黒鹿54 吉田 豊�向別牧場 古賀 史生 千歳 社台ファーム 436＋ 8 〃 ハナ 29．9	
59 スコッチフラワー 牝3鹿 54 丸山 元気小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 466＋ 4 〃 ハナ 18．1

611 エメラルドアゲン 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 大樹ファーム 460＋ 81：12．8� 89．8�
24 フォーピンクカフェ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 406－24 〃 ハナ 72．7�
11 バームクーヘン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 41：12．9クビ 24．2
12 ラヴィブリランテ 牝3鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田牧場 462－101：13．11� 10．8�
35 フィーユブランシェ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 408－101：13．42 5．5�
816 スタンニングモガ 牝3青 54 嘉藤 貴行小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 430± 01：13．5クビ 28．1�
47 マダムハート 牝3鹿 54 北村 友一栗山 良子氏 武市 康男 日高 新井 昭二 420＋161：14．13� 45．7�
815 ソルヴィクトリア 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大天野 克彦氏 小西 一男 浦河 丸幸小林牧場 396－ 81：15．69 82．0�
48 ルナティアーラ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 436 ―1：15．91� 7．3�
23 ス ピ ー ナ 牝3青鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－101：16．96 11．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，764，700円 複勝： 46，650，700円 枠連： 15，905，900円
馬連： 61，783，600円 馬単： 29，539，200円 ワイド： 46，491，300円
3連複： 86，732，000円 3連単： 97，851，500円 計： 415，718，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 410円 � 140円 � 180円 枠 連（5－6） 1，820円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，740円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 43，920円

票 数

単勝票数 計 307647 的中 � 12845（8番人気）
複勝票数 計 466507 的中 � 20986（8番人気）� 114556（1番人気）� 65603（2番人気）
枠連票数 計 159059 的中 （5－6） 6765（7番人気）
馬連票数 計 617836 的中 �� 17916（8番人気）
馬単票数 計 295392 的中 �� 3101（25番人気）
ワイド票数 計 464913 的中 �� 16174（6番人気）�� 6369（21番人気）�� 32215（2番人気）
3連複票数 計 867320 的中 ��� 12153（14番人気）
3連単票数 計 978515 的中 ��� 1615（126番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．1―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．2―47．3―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．7
3 ・（7，13，16，11，9）（1，5，10）（15，12）（2，6）－4，14，3－8 4 ・（13，16，9）（7，5，10）（1，11，12）6，2，4（15，14）＝3－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モダンテイスト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．3．16 中山7着

2016．3．7生 牝3鹿 母 ビューティテイスト 母母 ミヤマビユーテイー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ソルヴィクトリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ソルヴィクトリア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソルヴィクトリア号・ルナティアーラ号・スピーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和元年7月31日まで平地競走に出走できない。

18016 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第4競走 ��
��1，150�3歳未勝利

発走11時45分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

48 マリノオークション 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 480－ 41：07．9 27．5�

12 ホシフルドヒョウ 牡3黒鹿56 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 488＋ 21：08．22 7．5�
11 ボルンタード 牡3鹿 56 内田 博幸西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 460－ 41：08．83� 10．6�
23 リ ゼ 牝3栗 54 三浦 皇成榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：09．01� 3．5�
36 ハルワタート 牝3黒鹿54 丸山 元気�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464－141：09．1	 7．3�
611 リネンアリス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小倉 光博 414＋141：09．41	 98．3	
510 オールドロマン 牝3芦 54 田辺 裕信�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 434－ 81：09．5	 38．9

59 マリノリヴィエール 牝3黒鹿54 柴田 善臣�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 466＋ 2 〃 クビ 9．1�
47 セ ド ゥ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹合同会社雅苑興業 松山 将樹 浦河 三嶋牧場 B440＋ 61：09．6� 59．7
815 ヘリオシース 牝3芦 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 416＋12 〃 クビ 6．6�
714 ユイノコッペパン 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 柏木 一則 432± 0 〃 ハナ 152．1�
816 ハ ナ ギ リ 牝3鹿 54 戸崎 圭太山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 484± 01：09．81� 6．4�
612 マサノトキメキ 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大
作ステーブル 418－ 21：10．01� 113．0�

713 デルマアンバリッド 牝3鹿 54 柴田 大知浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 482－121：10．21� 36．4�
35 エイカイリバティ 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也二木 英德氏 田村 康仁 平取 清水牧場 418＋ 51：10．4	 84．1�
24 タイセイアルディ 牝3黒鹿54 北村 友一田中 成奉氏 伊藤 大士 平取 二風谷ファーム 454＋131：10．5� 21．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，481，400円 複勝： 47，810，400円 枠連： 20，976，800円
馬連： 63，562，800円 馬単： 29，023，000円 ワイド： 47，077，500円
3連複： 88，875，200円 3連単： 101，968，400円 計： 431，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 650円 � 330円 � 350円 枠 連（1－4） 4，370円

馬 連 �� 12，100円 馬 単 �� 28，940円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 3，430円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 29，740円 3 連 単 ��� 227，460円

票 数

単勝票数 計 324814 的中 � 9423（9番人気）
複勝票数 計 478104 的中 � 17897（9番人気）� 39511（6番人気）� 37639（7番人気）
枠連票数 計 209768 的中 （1－4） 3715（16番人気）
馬連票数 計 635628 的中 �� 4068（39番人気）
馬単票数 計 290230 的中 �� 752（87番人気）
ワイド票数 計 470775 的中 �� 3384（43番人気）�� 3501（41番人気）�� 9018（19番人気）
3連複票数 計 888752 的中 ��� 2241（98番人気）
3連単票数 計1019684 的中 ��� 325（683番人気）

ハロンタイム 9．2―10．9―11．2―11．7―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．1―31．3―43．0―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．6
3 ・（8，2）（1，11）－16，6，3，10（7，9，12，15）14，4，13－5 4 8，2，1，11－（3，6，16）10－（7，9，15）－（12，14）4，13－5

勝馬の
紹 介

マリノオークション �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．22 中山4着

2016．2．17生 牝3黒鹿 母 マリノアンチーク 母母 アンチークショップ 9戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 タイセイアルディ号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ユイノコッペパン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31日まで平地競走に出走で

きない。



18017 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．6

良
良

610 コンドゥクシオン 牡2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 496 ―1：53．8 11．1�
59 トロワシャルム 牡2青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446 ―1：53．9� 12．8�
712 ルトロヴァイユ 牝2鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：54．43 5．1�
34 リメインオブザデイ 牝2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 384 ―1：54．61� 83．4�
22 ロバートソンキー 牡2鹿 54 M．デムーロ保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 480 ―1：54．7� 4．2�
814 グラスデスティーノ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 458 ―1：55．12 9．2	
58 シ ラ カ バ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444 ―1：55．31� 27．0

11 エフティクルーク 牡2青鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454 ―1：55．62 13．6�
713 フォーハンズプレイ 牡2黒鹿54 武 豊松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 444 ―1：56．23� 19．8�
23 クラウンマハロ 牡2黒鹿54 内田 博幸クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 490 ―1：56．3� 93．7�
611 オウケンザパール 牝2栗 54 松山 弘平福井 明氏 国枝 栄 新冠 高瀬牧場 444 ―1：57．36 30．8�
815 シゲルメイオウセイ 牡2鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 460 ―1：57．62 121．4�
35 ネージュフォレスト 牝2栗 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 500 ―1：57．81� 4．3�
47 トーセンゴーイング 牡2鹿 54

52 △野中悠太郎島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 466 ― 〃 ハナ 61．3�

46 ロッソモラーレ 牡2芦 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 450 ―1：58．01� 100．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，050，700円 複勝： 48，499，900円 枠連： 17，935，100円
馬連： 70，126，500円 馬単： 31，606，500円 ワイド： 46，326，500円
3連複： 91，330，800円 3連単： 103，538，800円 計： 453，414，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 290円 � 190円 枠 連（5－6） 2，660円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 13，460円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，020円 �� 800円

3 連 複 ��� 10，870円 3 連 単 ��� 71，970円

票 数

単勝票数 計 440507 的中 � 33289（5番人気）
複勝票数 計 484999 的中 � 46769（4番人気）� 40428（6番人気）� 73523（3番人気）
枠連票数 計 179351 的中 （5－6） 5213（14番人気）
馬連票数 計 701265 的中 �� 7799（26番人気）
馬単票数 計 316065 的中 �� 1761（52番人気）
ワイド票数 計 463265 的中 �� 6707（21番人気）�� 11734（13番人気）�� 15336（6番人気）
3連複票数 計 913308 的中 ��� 6297（39番人気）
3連単票数 計1035388 的中 ��� 1043（260番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．5―13．5―12．9―12．0―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．4―51．9―1：04．8―1：16．8―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
9（4，10，14）8（5，12）－（1，13）（7，15）－2（11，6）－3・（9，10）14（4，12）8，1－（5，15，13）2（11，7）－（6，3）

2
4
9，10（4，14）（5，8，12）（1，13）－（7，15）－（2，6）11－3・（9，10）－14（4，12）1，8－2（15，13）＝（5，3）11－6，7

勝馬の
紹 介

コンドゥクシオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2017．4．1生 牡2栗 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ロッソモラーレ号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。

18018 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走13時05分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

510 ゴッドスター 牡2栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 500 ―1：12．8 15．9�
36 パーティネント 牝2栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：12．9� 6．4�
48 ヨネンサンクミ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 410 ―1：13．11� 28．7�
611 ブラックトマホーク 牡2黒鹿54 三浦 皇成吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 464 ―1：13．31� 2．3�
816 ビ ブ シ ョ ウ 牝2鹿 54 北村 友一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 404 ―1：13．62 19．6�
47 レムリアンシード 牡2芦 54

53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 440 ―1：13．91	 7．8	
12 ハローキャンディ 牝2鹿 54 蛯名 正義中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 434 ―1：14．32� 8．9

23 ダリアメイリー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 桑嶋 峰雄 430 ―1：14．61	 60．4�
713 ロードオブイサチル 牝2黒鹿 54

52 △野中悠太郎小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 472 ―1：14．7	 11．0
815 トウキョウガール 牝2鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 萱野 浩二 浦河 村中牧場 414 ―1：14．8クビ 122．6�
714 マ イ ヤ ン 牡2鹿 54 田辺 裕信 IRレーシング 加藤士津八 日高 新井 弘幸 446 ―1：15．33 33．4�
612 マイネルグッドデイ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 シンカンファーム 480 ―1：15．4クビ 70．9�
11 マ ジ ョ レ ヌ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 496 ―1：15．5	 119．6�

35 クラウンコジーン 牡2鹿 54 内田 博幸�クラウン 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 446 ―1：15．7	 76．0�
59 ハーフジャック 牡2黒鹿54 江田 照男 �アフロin El Paso 加藤士津八 新ひだか 平野牧場 416 ―1：15．8� 35．4�
24 ノーブレスサンデー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 424 ―1：16．12 126．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，415，800円 複勝： 44，760，800円 枠連： 17，698，100円
馬連： 65，478，300円 馬単： 33，674，700円 ワイド： 46，068，900円
3連複： 87，959，900円 3連単： 104，549，500円 計： 445，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 240円 � 580円 枠 連（3－5） 3，200円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 3，680円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 26，000円 3 連 単 ��� 155，320円

票 数

単勝票数 計 454158 的中 � 24186（6番人気）
複勝票数 計 447608 的中 � 31553（6番人気）� 54853（2番人気）� 18014（8番人気）
枠連票数 計 176981 的中 （3－5） 4275（15番人気）
馬連票数 計 654783 的中 �� 11989（15番人気）
馬単票数 計 336747 的中 �� 2870（29番人気）
ワイド票数 計 460689 的中 �� 8766（14番人気）�� 3178（34番人気）�� 5335（24番人気）
3連複票数 計 879599 的中 ��� 2537（71番人気）
3連単票数 計1045495 的中 ��� 488（397番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．0―47．3―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．8
3 6（7，13）（15，11，16）－（12，14）3（2，8）－10（1，9）－4－5 4 6（7，13）（15，11）16，8（12，14）（3，2）10－（1，9）＝5，4

勝馬の
紹 介

ゴッドスター �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Lemon Drop Kid 初出走

2017．3．29生 牡2栗 母 ラヴゴッデス 母母 Controlling 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 クラウンコジーン号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コミカライズ号



18019 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510 ダイワダグラス 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502 ―2：04．8 3．7�
47 ホウオウエーデル 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 474＋102：05．11� 6．2�
23 セ オ リ ー 牡3青鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 478＋ 22：05．63 19．1�
36 レッドクレオス 牡3栗 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470＋122：06．13 14．0�
12 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 クビ 29．0�
611 ヤギリオーディン 牡3黒鹿56 武 豊内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506± 02：06．2クビ 5．8	
35 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 458± 02：06．3� 26．4

815 サ ン ル イ ス 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 532－ 82：06．61� 4．5�
59 ルッキングフライ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 430－12 〃 ハナ 27．3
24 ルシェルドール 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 62：06．91� 7．3�
713 メイショウジザイ 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 508± 02：07．21� 41．0�
714 ペイシャスムーズ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 452－102：09．2大差 115．9�
11 ナ グ ラ ー ダ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 452－ 82：09．3� 94．8�
612 ブレスドレイン 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎�和田牧場 石毛 善彦 日高 スマイルファーム 508 ―2：13．1大差 121．0�
48 エバーブラック 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 462－122：13．95 95．3�
816 フィーリングフリー 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 谷川牧場 444 ― （競走中止） 170．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，199，500円 複勝： 53，749，000円 枠連： 21，265，900円
馬連： 81，381，700円 馬単： 35，102，100円 ワイド： 55，273，500円
3連複： 104，548，900円 3連単： 122，981，300円 計： 516，501，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 230円 � 370円 枠 連（4－5） 1，320円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，690円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 31，450円

票 数

単勝票数 計 421995 的中 � 89117（1番人気）
複勝票数 計 537490 的中 � 75323（2番人気）� 62727（5番人気）� 33524（7番人気）
枠連票数 計 212659 的中 （4－5） 12477（6番人気）
馬連票数 計 813817 的中 �� 36734（7番人気）
馬単票数 計 351021 的中 �� 9486（7番人気）
ワイド票数 計 552735 的中 �� 20493（8番人気）�� 8222（22番人気）�� 8811（20番人気）
3連複票数 計1045489 的中 ��� 8972（30番人気）
3連単票数 計1229813 的中 ��� 2835（93番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．9―13．2―12．9―12．4―12．9―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．8―48．7―1：01．9―1：14．8―1：27．2―1：40．1―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
9（14，16）13（11，12，15）（3，6，8）（4，7）1，10，5，2
9，5（11，14，13，15，6）（3，4，7）10－（12，2）（16，1）－8

2
4
9（14，16）（11，13）（12，15）（3，4，6）（1，7）8（10，5）2・（9，5）（15，6）（11，13，3，7）（4，10）14－2＝1－12＝8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワダグラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spring At Last 初出走

2016．2．18生 牡3鹿 母 シーニーンガール 母母 Afternoon Krystal 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ヤギリオーディン号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため武豊に変更。
〔競走中止〕 フィーリングフリー号は，4コーナーでつまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 シックガニアン号の騎手柴田大知は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレスドレイン号・エバーブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

31日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ナグラーダ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホウオウビクトリー号

18020 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第8競走 ��
��1，150�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 � ライバーバード 牡5芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue
Farm, LLC B518＋ 61：08．0 7．5�

36 ケイアイマリブ 牡4鹿 57 内田 博幸亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 476－ 4 〃 ハナ 15．8�
47 コトブキハウンド 牡4鹿 57 田辺 裕信尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 488＋10 〃 クビ 112．9�
35 	 ゴールデンビコー 牝4鹿 55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 428－ 61：08．1
 191．2�
816� アースコレクション 牡6鹿 57 松山 弘平 �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

520－ 61：08．2� 27．0�
714 コウギョウブライト 牡4芦 57

55 △野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B448－16 〃 ハナ 9．9	
24 バットオールソー 牡4栗 57

54 ▲大塚 海渡久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－101：08．4� 23．8


59 ハナブショウ 牝3鹿 52
51 ☆木幡 巧也河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 436－ 41：08．71� 72．4�

612 アドマイヤムテキ 牡6黒鹿57 横山 典弘近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 61：09．02 45．6�
510 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿52 戸崎 圭太大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 446＋ 41：09．1
 7．8
48 メールデゾレ 牝3栗 52 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 21：09．2クビ 2．9�
11 アヴォンリー 牝3栗 52 武 豊田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 470＋14 〃 ハナ 4．2�
611 ユウセイフラッシュ 牡4青鹿 57

56 ☆武藤 雅清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 470＋16 〃 ハナ 57．9�
815 トモジャドット 牡3栗 54 津村 明秀吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 B540＋ 8 〃 クビ 22．4�
713 ワディアルヒタン 牝3青鹿 52

49 ▲木幡 育也平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 440＋ 41：09．3クビ 16．6�
23 	 キョウエイガウディ 牡5鹿 57 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B508＋ 81：12．0大差 120．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，920，300円 複勝： 71，219，500円 枠連： 27，297，700円
馬連： 101，151，600円 馬単： 43，138，800円 ワイド： 74，319，200円
3連複： 138，166，700円 3連単： 162，794，900円 計： 672，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 520円 � 2，930円 枠 連（1－3） 2，620円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 12，340円 �� 19，620円

3 連 複 ��� 166，060円 3 連 単 ��� 682，230円

票 数

単勝票数 計 539203 的中 � 57183（3番人気）
複勝票数 計 712195 的中 � 87852（4番人気）� 34725（7番人気）� 5465（15番人気）
枠連票数 計 272977 的中 （1－3） 8047（12番人気）
馬連票数 計1011516 的中 �� 13549（21番人気）
馬単票数 計 431388 的中 �� 3161（36番人気）
ワイド票数 計 743192 的中 �� 10607（21番人気）�� 1538（74番人気）�� 965（88番人気）
3連複票数 計1381667 的中 ��� 624（272番人気）
3連単票数 計1627949 的中 ��� 173（1283番人気）

ハロンタイム 9．2―10．7―10．8―11．6―12．6―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―19．9―30．7―42．3―54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．3
3 15（2，13）8（3，14）7，1－9，5（16，10）6，4－（12，11） 4 ・（2，15）－13（7，8）（3，14）（5，1，9）16，6（4，10）－12，11

勝馬の
紹 介

�ライバーバード �
�
父 The Factor �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2016．11．26 東京7着

2014．4．13生 牡5芦 母 Broadway Lullaby 母母 Rich Find 18戦3勝 賞金 36，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アロースコルトン号・シキシマ号・ドナプリモ号・ブライトンピア号・リネンコジーン号



18021 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第9競走 ��
��1，200�さくらんぼ特別

発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

710� ラルムドランジュ 牝4青鹿55 田辺 裕信�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-
stown Stud 420± 01：10．3 15．9�

22 シゲルベンガルトラ 牡5栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 472－ 41：10．51	 7．7�
811 シセイタイガ 牡3青鹿54 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 2 〃 クビ 5．4�
67 ニシノラディアント 牡6鹿 57 丸山 元気西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482－ 21：10．71	 32．7�
68 グッドジュエリー 牝4芦 55 内田 博幸長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 452－121：10．8
 23．0�
812 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 476＋ 4 〃 クビ 14．8	
33 ヴェルスパー 牝4鹿 55 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440－ 21：10．9クビ 3．9�
56 � ヒロイックアゲン 牝5黒鹿55 武 豊浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 482－ 41：11．0
 4．4�
79 マイティーワークス 牝4青鹿55 北村 友一中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－ 81：11．21
 18．7
11 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 松山 弘平平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 478－ 21：11．3クビ 23．1�
55 メイショウイサナ 牡4栗 57 石橋 脩松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 520± 01：11．51	 11．8�
44 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 津村 明秀谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 01：11．71	 13．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，650，100円 複勝： 75，671，500円 枠連： 28，732，500円
馬連： 126，002，900円 馬単： 52，069，600円 ワイド： 82，425，700円
3連複： 172，588，400円 3連単： 201，768，900円 計： 792，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 450円 � 240円 � 210円 枠 連（2－7） 3，450円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 15，540円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 940円 �� 860円

3 連 複 ��� 12，930円 3 連 単 ��� 107，000円

票 数

単勝票数 計 536501 的中 � 26991（8番人気）
複勝票数 計 756715 的中 � 37724（9番人気）� 83633（4番人気）� 104152（3番人気）
枠連票数 計 287325 的中 （2－7） 6445（15番人気）
馬連票数 計1260029 的中 �� 13755（32番人気）
馬単票数 計 520696 的中 �� 2513（69番人気）
ワイド票数 計 824257 的中 �� 9310（31番人気）�� 22787（7番人気）�� 25230（6番人気）
3連複票数 計1725884 的中 ��� 10010（47番人気）
3連単票数 計2017689 的中 ��� 1367（417番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．9
3 12，4，10（3，6，11）（9，8）2（5，7）1 4 12，4（3，10）（6，11，8）（2，9，7）（1，5）

勝馬の
紹 介

�ラルムドランジュ �
�
父 Dansili �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．10．7 東京3着

2015．2．7生 牝4青鹿 母 Mer de Corail 母母 Miss Tahiti 14戦3勝 賞金 39，002，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
〔騎手変更〕 ニシノラディアント号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。

18022 6月30日 雨 不良 （1福島2） 第2日 第10競走 ��
��1，700�

い な わ し ろ

猪 苗 代 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

78 ビルジキール 牡3黒鹿54 戸崎 圭太玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 482－ 51：43．1レコード 9．9�
11 レオアルティメット 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 542± 01：43．73� 5．9�
55 ゲンパチカイナル 牡4鹿 57 M．デムーロ平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 480± 01：44．33� 2．6�
22 クルークハイト 牝5芦 55 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 476＋161：44．72� 13．7�
33 ダイワドノヴァン 牡5黒鹿57 内田 博幸大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B522＋ 21：44．91	 26．1	
810 ジュンパッション 牡4芦 57 三浦 皇成河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B472－ 21：45．53� 4．2

89 
 シゲルポインター 牡5鹿 57 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 470－ 41：45．71� 14．1�
66 タイセイマルス 牡5黒鹿57 津村 明秀田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B490－ 21：45．8クビ 15．4�
77 ホッコーライデン 牡5黒鹿57 北村 友一北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 526＋ 61：47．18 8．3

（9頭）
44 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿57 武 豊久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 534－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，189，400円 複勝： 56，769，100円 枠連： 16，936，900円
馬連： 89，135，200円 馬単： 38，318，800円 ワイド： 51，928，100円
3連複： 86，828，600円 3連単： 126，058，500円 計： 511，164，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 270円 � 150円 � 120円 枠 連（1－7） 1，550円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 590円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 27，500円

票 数

単勝票数 差引計 451894（返還計105761） 的中 � 36380（5番人気）
複勝票数 差引計 567691（返還計101894） 的中 � 37878（5番人気）� 96653（3番人気）� 151295（1番人気）
枠連票数 差引計 169369（返還計 83970） 的中 （1－7） 8464（6番人気）
馬連票数 差引計 891352（返還計467599） 的中 �� 18378（17番人気）
馬単票数 差引計 383188（返還計199118） 的中 �� 3703（36番人気）
ワイド票数 差引計 519281（返還計233614） 的中 �� 10279（20番人気）�� 22038（5番人気）�� 48806（2番人気）
3連複票数 差引計 868286（返還計819968） 的中 ��� 20676（11番人気）
3連単票数 差引計1260585（返還計1235924） 的中 ��� 3323（108番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．2―12．2―12．2―12．2―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―41．7―53．9―1：06．1―1：18．3―1：30．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
・（1，8）10（2，6，9）＝5－7－3
1，8（2，10）（6，5）9－3＝7

2
4
・（1，8）（2，6，10）9－5＝7，3・（1，8）－10（2，5）6（3，9）＝7

勝馬の
紹 介

ビルジキール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．9．2 小倉10着

2016．5．3生 牡3黒鹿 母 ディアースパークル 母母 レディワンダー 11戦2勝 賞金 21，479，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔競走除外〕 ロジティナ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。

２レース目



18023 6月30日 小雨 不良 （1福島2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第68回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，30．6．30以降1．6．23まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重量
は，ハンデキャップ

ラジオNIKKEI賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

714 ブレイキングドーン 牡3黒鹿55 田辺 裕信前田 幸貴氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 488－ 61：49．8 8．4�
12 マイネルサーパス 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：49．9� 15．4�
713 ゴータイミング 牡3鹿 53 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋ 61：50．11� 10．9�
23 ダディーズマインド 牡3鹿 54 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 472－ 6 〃 クビ 12．0�
816 アドマイヤスコール 牡3鹿 54 横山 典弘近藤 利一氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 480＋ 4 〃 ハナ 25．7�
611 ヒルノダカール 牡3青鹿53 丸山 元気�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 510± 01：50．31� 9．3	
36 ブレイブメジャー 牡3鹿 54 戸崎 圭太 
シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488± 01：50．51 8．8�
24 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 53 武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 482＋ 8 〃 ハナ 41．8�
59 ヒシイグアス 牡3青鹿54 M．デムーロ阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：51．03 5．6
48 サヴォワールエメ 牝3栗 51 内田 博幸平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 クビ 36．0�
35 ディキシーナイト 牡3鹿 56 石橋 脩 
キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 532＋ 81：51．1
 5．9�
47 インテンスライト 牡3鹿 54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 490＋ 21：51．31� 19．8�
510 レッドアネモス 牝3鹿 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474＋ 41：51．62 14．2�
612 ウインゼノビア 牝3栗 53 津村 明秀�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 460－ 41：51．7クビ 46．2�
815 ランスオブプラーナ 牡3黒鹿57 松山 弘平五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452－161：51．8� 18．8�
11 ギ ル マ 牡3鹿 53 三浦 皇成杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 494＋ 41：51．9
 23．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 253，569，400円 複勝： 324，118，100円 枠連： 208，755，500円 馬連： 796，446，300円 馬単： 274，589，100円
ワイド： 460，183，300円 3連複： 1，459，693，700円 3連単： 1，653，592，900円 5重勝： 434，213，600円 計： 5，865，161，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 520円 � 400円 枠 連（1－7） 2，400円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，520円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 26，540円 3 連 単 ��� 142，140円

5 重 勝
対象競走：中京10R／福島10R／函館11R／中京11R／福島11R

キャリーオーバー なし����� 101，316，500円

票 数

単勝票数 計2535694 的中 � 239555（3番人気）
複勝票数 計3241181 的中 � 326536（3番人気）� 154402（9番人気）� 208805（7番人気）
枠連票数 計2087555 的中 （1－7） 67219（12番人気）
馬連票数 計7964463 的中 �� 98772（24番人気）
馬単票数 計2745891 的中 �� 18233（40番人気）
ワイド票数 計4601833 的中 �� 57954（23番人気）�� 79043（9番人気）�� 30732（56番人気）
3連複票数 計14596937 的中 ��� 41235（98番人気）
3連単票数 計16535929 的中 ��� 8434（511番人気）
5重勝票数 差引計4342136（返還計1071385） 的中 ����� 3

ハロンタイム 12．6―11．1―12．2―12．6―12．5―12．3―12．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．9―48．5―1：01．0―1：13．3―1：25．7―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3
3（5，6）（2，15）（1，9，10）（7，12，11）14，8，16，4，13
3，5（2，6）1，15（16，7，10，14）12（9，11，4）（8，13）

2
4
3，5（2，6）（1，15）10（7，9）11（16，12，14）（8，4）13
3，5（2，6）（1，15，14）（16，7，10，11，4）13（12，8）9

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイキングドーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．6．24 阪神1着

2016．4．23生 牡3黒鹿 母 アグネスサクラ 母母 アグネスパサー 7戦2勝 賞金 79，763，000円
〔騎手変更〕 ウインゼノビア号の騎手松岡正海は，第1回函館競馬第5日第12競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴァンケドミンゴ号・ショウナンバルディ号・ショーヒデキラ号・ブラッドストーン号

18024 6月30日 曇 不良 （1福島2） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時30分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 バーミーブリーズ 牝5鹿 55 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 460－ 61：11．5 20．7�
47 ノーブルプルート 牝5鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 492＋ 81：11．6� 13．7�
11 	 ヨークテソーロ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-

stock Limited 432－ 41：11．7
 10．9�
815 スティルネス 牝3鹿 52 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 424＋10 〃 ハナ 6．9�
611� サウンドオブビット 牡6鹿 57

54 ▲山田 敬士馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 480＋ 6 〃 ハナ 68．9�
612 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 436－ 4 〃 ハナ 28．7	
713� ココリモアナ 牝4鹿 55 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 454＋20 〃 ハナ 65．1

35 ジ ャ ッ キ ー 牡5栗 57 丸山 元気本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488＋ 4 〃 ハナ 43．5�
816 タ ン レ イ 牝3芦 52

50 △野中悠太郎佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 432＋ 41：12．01
 9．0�
48 プログレスシチー �6鹿 57

54 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 484＋ 41：12．1
 59．0
12 � ショーストーム 牡6鹿 57

54 ▲大塚 海渡吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 496＋20 〃 ハナ 143．3�
510 リビングマイライフ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B500＋ 21：12．31 20．4�

714� モアナブルー 牝5栗 55 武士沢友治平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：12．51 94．7�
23 ロードシュタルク 牡3栗 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 438－ 61：12．6� 31．1�
36 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 500＋ 21：12．91
 23．0�
24 フィルムフェスト 牝3青鹿52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：13．1
 1．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 111，293，400円 複勝： 136，710，200円 枠連： 62，546，900円
馬連： 213，207，200円 馬単： 118，962，400円 ワイド： 159，086，200円
3連複： 337，487，800円 3連単： 543，043，500円 計： 1，682，337，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 490円 � 400円 � 370円 枠 連（4－5） 3，790円

馬 連 �� 7，390円 馬 単 �� 17，280円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 2，660円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 24，390円 3 連 単 ��� 178，630円

票 数

単勝票数 計1112934 的中 � 42829（7番人気）
複勝票数 計1367102 的中 � 71380（6番人気）� 90644（5番人気）� 100789（4番人気）
枠連票数 計 625469 的中 （4－5） 12778（14番人気）
馬連票数 計2132072 的中 �� 22339（21番人気）
馬単票数 計1189624 的中 �� 5162（44番人気）
ワイド票数 計1590862 的中 �� 23875（16番人気）�� 15243（29番人気）�� 22743（17番人気）
3連複票数 計3374878 的中 ��� 10374（68番人気）
3連単票数 計5430435 的中 ��� 2204（431番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．3―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 ・（1，16）4（2，6，15）7，12（9，14）（3，8，13）（5，10）－11 4 1，16（4，15）（2，9，12，7）6（5，3，14）（8，13）（10，11）

勝馬の
紹 介

バーミーブリーズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Platini デビュー 2016．12．18 中山3着

2014．5．5生 牝5鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 17戦2勝 賞金 19，129，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイルチャーム号・スズカユース号・プリンシアブラスカ号・レッドルチア号
（非抽選馬） 1頭 バルトフォンテン号

５レース目



（1福島2）第2日 6月30日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

237，580，000円
18，050，000円
1，590，000円
28，120，000円
68，767，000円
5，552，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
762，421，700円
982，615，400円
463，843，500円
1，774，372，000円
740，879，400円
1，141，578，400円
2，808，844，000円
3，409，434，600円
434，213，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，518，202，600円

総入場人員 14，774名 （有料入場人員 ）
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